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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 11,010 28.1 1,245 39.6 1,092 66.9 64 ―
23年3月期第2四半期 8,592 36.4 892 ― 654 ― △218 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △4百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △269百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 5.10 ―
23年3月期第2四半期 △17.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 29,537 6,931 23.4
23年3月期 22,691 7,062 31.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,923百万円 23年3月期  7,052百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
24年3月期 ― 12.50
24年3月期（予想） ― 12.50 25.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
連結業績予想の修正については、平成23年11月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 25,000 32.3 3,500 52.1 3,000 62.8 1,100 141.3 87.17



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報
（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 13,462,068 株 23年3月期 13,462,068 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 843,450 株 23年3月期 843,450 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,618,618 株 23年3月期2Q 12,618,694 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による生産の落ち込み、米

国の景気停滞、欧州の金融不安等により一層の景気減退の懸念が深まっております。 

 このような状況の下で、当社グループは高付加価値空間創造企業として、省エネルギーと環境を重

視した高効率ＬＥＤ照明器具や省エネ機器の新製品開発並びに製造販売に経営資本を集中させて取り

組んで参りました。 

 また、健全な企業体質を構築するために内部統制システムの充実と確立に向け内部統制委員会を中

心に体制の整備を進めて参りました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は110億10百万円（前年同四半期比28.1％の増収）

となりました。売上高の増加に伴い、当第２四半期連結累計期間における経常利益は10億92百万円

（前年同四半期比66.9％の増益）となりました。一方、将来の為替リスクに備えるための為替予約等

の評価損８億13百万円を特別損失に計上いたしました結果、四半期純利益は64百万円（前年同四半期

は２億18百万円の四半期純損失）となりました。 

 なお、東日本大震災の影響により４、５月度は売上高が予算に達しませんでしたが、６月以降順調

に回復し、当第２四半期連結累計期間では当初の業績予想を上回りました。また、一部設備の被害や

停電等による影響はありましたが、企業活動に深刻な影響を与える被害はありませんでした。 

 10月初めよりタイ中部を中心に発生した洪水被害については、現時点で直接的な影響はなく、通常

どおりの生産体制で業務を継続しております。今後も詳細な状況の把握に努め、重要な変化が見込ま

れると判断された場合には速やかにお知らせいたします。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①照明器具関連事業 

 業務用ＬＥＤ照明器具分野で業界トップクラスの品揃えと性能を実現し、東京、大阪、福岡、名古

屋、仙台、札幌の６大都市に設置したＬＥＤ照明器具専門のショールームを中心に展示会を開催し積

極的に拡販いたしました。 

 その結果、従来の商業施設用照明器具メーカーから、業務用ＬＥＤ照明器具分野のトップメーカー

としてのブランドが定着し、特に大手設計事務所、スーパーゼネコン、サブコン等に評価され、百貨

店やオフィス等の大型施設向けの販売が順調に推移いたしました。 

 これにより、ＬＥＤ照明器具の売上高は74億円となり、当社の中核製品に成長し売上高の増加に大

きく貢献いたしました。 

 海外子会社であるENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.及び昆山恩都照明有限公司（中国）

は、ＬＥＤ照明器具の主力製造工場としての体制が整い、高品質でローコストな製品の安定供給を実

現し、当社グループの売上並びに利益の拡大に寄与いたしました。 

 この結果、売上高は107億75百万円（前年同四半期比34.3％の増収）（セグメント間取引含む。以

下同じ。）、セグメント利益（営業利益。以下同じ。）は18億87百万円（前年同四半期比44.0％の増

益）となりました。 

 なお、平成23年９月９日に公表いたしましたとおり、米国市場で当社製品の販売を推進するため、

同国のIcon International, Inc.の全株式を取得し、連結子会社といたしました。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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②環境関連事業 

省エネ照明器具や制御機器のレンタル並びに販売が主体の子会社イーシームズ株式会社は、食品ス

ーパーを始め、流通店舗等の省エネ照明器具や制御機器による消費電力の削減効果が高い評価を得

て、順調に契約件数を伸ばしました。 

 この結果、売上高は９億50百万円（前年同四半期比82.0％の増収）、セグメント利益は１億83百万

円（前年同四半期比167.0％の増益）となりました。 

③インテリア家具事業 

業務用家具に特化したカタログを建築士やインテリアデザイナー等に配布し、東京、大阪本社ショ

ールーム等を活用して積極的に販促活動に取り組む一方、家具流通における代理店の強化や特注家具

の販売にも積極的に取り組み、ブランドの浸透と販路開拓を進めて参りました。 

 しかしながら、景気減速懸念に加え東日本大震災の影響により当第２四半期連結累計期間では減収

となりましたが、コストダウン・物流効率化を推し進め採算性の向上を図っております。 

 この結果、売上高は２億34百万円（前年同四半期比23.8％の減収）、セグメント損失は84百万円

（前年同四半期は60百万円のセグメント損失）となりました。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間における総資産は295億37百万円（前連結会計年度末比68億45百万円の

増加）となりました。 

 主な要因は、現金及び預金の増加15億37百万円、売上債権の増加６億56百万円、棚卸資産の増加25

億00百万円、Icon International, Inc.の全株式を取得し連結子会社としたことによるのれんの発生

８億30百万円によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間における負債は226億５百万円（前連結会計年度末比69億76百万円の増

加）となりました。 

 主な要因は、仕入債務の増加12億６百万円、借入金の増加46億20百万円、デリバティブ債務の増加

７億５百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間における純資産は69億31百万円（前連結会計年度末比１億30百万円の減

少）となりました。 

 主な要因は、剰余金の配当１億26百万円によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、30億42百

万円（前年同四半期比２億67百万円の増加）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、10億45百万円（前年同四半期

は、９億78百万円の減少）となりました。 

 主な要因は、増加要因として仕入債務の増加11億38百万円、デリバティブ評価損８億13百万円、減

価償却費４億22百万円、減少要因として棚卸資産の増加24億44百万円、売上債権の増加４億86百万円

であります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

株式会社遠藤照明(6932)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-3-



   
②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、16億72百万円（前年同四半期

は、５億22百万円の減少）となりました。 

 主な要因は、Icon International, Inc.の全株式を取得したことによる支出８億93百万円、有形固

定資産の取得７億97百万円であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、42億98百万円（前年同四半期

は、22億59百万円の増加）となりました。 

 主な要因は、借入金の増加44億24百万円及び配当金の支払１億25百万円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間は、高効率ＬＥＤ照明器具や省エネ機器の販売に経営資本を集中させた結

果、売上高は堅調に推移いたしました。一方、デリバティブ評価損等の計上により、想定を上回る特別

損失が発生しております。 

 引き続きＬＥＤ照明器具を中心として拡販に努めて参りますが、景気動向など不透明な外部要因も多

く、平成23年５月13日に公表いたしました平成24年３月期通期連結業績予想を修正しております。 

 なお、詳細につきましては、平成23年11月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,654 3,192

受取手形及び売掛金 5,087 5,743

商品及び製品 3,418 4,534

仕掛品 402 781

原材料及び貯蔵品 2,326 3,333

繰延税金資産 372 652

その他 786 1,397

流動資産合計 14,048 19,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,957 4,114

減価償却累計額 △2,086 △2,151

建物及び構築物（純額） 1,870 1,963

機械装置及び運搬具 1,272 1,529

減価償却累計額 △969 △1,015

機械装置及び運搬具（純額） 302 514

土地 3,144 3,127

建設仮勘定 409 220

その他 2,504 3,018

減価償却累計額 △1,595 △1,835

その他（純額） 909 1,182

有形固定資産合計 6,635 7,007

無形固定資産   

ソフトウエア 95 610

のれん － 830

その他 684 78

無形固定資産合計 779 1,519

投資その他の資産   

投資有価証券 198 188

繰延税金資産 581 736

その他 732 739

貸倒引当金 △284 △287

投資その他の資産合計 1,228 1,375

固定資産合計 8,643 9,902

資産合計 22,691 29,537
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,307 4,514

短期借入金 4,181 7,746

1年内返済予定の長期借入金 737 1,004

未払法人税等 418 583

賞与引当金 224 159

製品保証引当金 180 202

事務所移転費用引当金 － 131

デリバティブ債務 117 188

その他 1,116 1,239

流動負債合計 10,283 15,769

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 1,396 2,185

退職給付引当金 426 440

役員退職慰労引当金 362 370

修繕引当金 10 13

デリバティブ債務 2,723 3,358

その他 126 166

固定負債合計 5,345 6,835

負債合計 15,629 22,605

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,529 3,529

資本剰余金 2,176 2,176

利益剰余金 1,689 1,627

自己株式 △249 △249

株主資本合計 7,145 7,083

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △7

為替換算調整勘定 △94 △152

その他の包括利益累計額合計 △93 △160

少数株主持分 10 8

純資産合計 7,062 6,931

負債純資産合計 22,691 29,537
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,592 11,010

売上原価 4,782 6,240

売上総利益 3,809 4,769

販売費及び一般管理費 2,917 3,524

営業利益 892 1,245

営業外収益   

受取利息及び配当金 2 7

仕入割引 2 14

受取賃貸料 10 12

その他 22 39

営業外収益合計 38 73

営業外費用   

支払利息 34 55

売上割引 84 101

為替差損 143 63

その他 12 6

営業外費用合計 275 226

経常利益 654 1,092

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券受贈益 4 －

特別利益合計 4 0

特別損失   

事務所移転費用引当金繰入額 － 131

デリバティブ評価損 771 813

その他 69 16

特別損失合計 841 961

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△181 131

法人税、住民税及び事業税 53 529

法人税等調整額 △15 △457

法人税等合計 37 72

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△219 59

少数株主損失（△） △0 △4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △218 64
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 四半期連結包括利益計算書 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△219 59

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △8

為替換算調整勘定 △47 △55

その他の包括利益合計 △50 △64

四半期包括利益 △269 △4

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △268 △2

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△181 131

減価償却費 279 422

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 68 △64

製品保証引当金の増減額（△は減少） 18 21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 8

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 131

受取利息及び受取配当金 △2 △7

支払利息 34 55

固定資産除売却損益（△は益） 3 16

デリバティブ評価損益（△は益） 771 813

売上債権の増減額（△は増加） △963 △486

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,414 △2,444

仕入債務の増減額（△は減少） 511 1,138

未払金の増減額（△は減少） 120 206

その他 △48 △604

小計 △771 △641

利息及び配当金の受取額 2 7

利息の支払額 △33 △49

法人税等の支払額 △175 △361

営業活動によるキャッシュ・フロー △978 △1,045

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 77 －

有形固定資産の取得による支出 △592 △797

無形固定資産の取得による支出 △55 △36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △893

その他 48 54

投資活動によるキャッシュ・フロー △522 △1,672

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,513 3,367

長期借入れによる収入 1,100 1,430

長期借入金の返済による支出 △228 △373

配当金の支払額 △125 △125

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,259 4,298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △125 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 633 1,537

現金及び現金同等物の期首残高 2,141 1,504

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,774 3,042
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該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報等

報告セグメント
合計

照明器具
関連事業

環境関連事業
インテリア
家具事業

リビング事業 計

売上高 

  外部顧客への売上高 7,799 421 307 64 8,592 8,592 

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

221 101 － － 322 322 

計 8,021 522 307 64 8,915 8,915 

セグ メン ト利益 又は 損失
（△） 

1,310 68 △60 △28 1,290 1,290 

利益 金額

報告セグメント計 1,290 

セグメント間取引消去 △62 

全社費用（注） △335 

四半期連結損益計算書の営業利益 892 
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
(注) なお、前連結会計年度末をもってリビング事業から撤退しております。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

「照明器具関連事業」セグメントにおいて、平成23年９月９日に、Icon International, Inc.の全株

式を取得し連結子会社としたことから、のれんの金額に重要な変動が生じております。 

 なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては830百万円でありま

す。 

  

報告セグメント
合計

照明器具 
関連事業

環境関連事業
インテリア
家具事業

計

売上高 

  外部顧客への売上高 9,871 904 234 11,010 11,010 

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

903 46 ― 949 949 

計 10,775 950 234 11,959 11,959 

セグ メン ト利益 又は 損失
（△） 

1,887 183 △84 1,986 1,986 

利益 金額

報告セグメント計 1,986 

セグメント間取引消去 △122 

全社費用（注） △618 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,245 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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